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北条鉄道の不祥事と社長公募について よくあるご質問（FAQ）

　北条鉄道社内の不祥事や新社長の公募などにつきまして、不正確な報道もあって市民の皆様はじめ、利用者、株主、
ボランティア駅長の皆様方に色々とご心配をおかけしましたことを先ず深くお詫び申し上げます。
　定年や社内の人間関係などを理由に 4名の退職がありましたが、安全と運行の継続を第一義に対処して参りました。
幸い運転士（8名）の退職はなく、法定の安全統括管理者も遅滞無く選任し、当面は安全上問題なく人員のやり繰りが
できています。今月 1日付で新たに 1名が入社したのに加え、安全対策をさらに強化するため、後任の鉄道部長（取締
役級）も公募中です。
　前取締役は、年間報酬 220 万円余のところ、2年半にわたって合計 150 万円余を余分に受け取っていましたが、既に
全額返納済みです。これ以外にも数名の社員による命令無視、欠勤、物品の無断購入、暴言などがあったことも判明し
ましたので、11 月 16 日開催の取締役会で協議し、一連の問題について厳正な処分を行う予定です。
　日頃から情報開示に留意し、今回も早い段階で国・県にも報告しましたので、会社として不祥事を隠蔽する意図はなく、
執行機関である取締役会の合議によって公正かつ適切に対応してきたことを何卒ご理解ください。今後は、社内の管理
体制を強化し、法令順守と企業統治を徹底して再発防止に努める所存ですので、引き続き安心して北条鉄道をご利用い
ただますようお願い申し上げます。

■不祥事のお詫び

　人の命を預かり、安全を最優先する鉄道会社の社長職を、市長が片手間で務められるものではありません。私は、こ
の 4年間終始一貫して取締役会や株主総会はじめ市議会などでも、常勤の民間人社長を採用して経営改革を進めること
の必要性を訴えてきましたが、今回その主張を漸くご理解いただき公募するものです。
　新社長の選任にあたっては、半年以上は副社長として勤務してもらい、その力量と信頼性を確認した上で、株主総会
の承認など会社法に定められた手続きを踏んで新社長を選任します。そして私自身は代表権のある会長職に就く予定で
す。そのため既に 2年前には、「会長 1名を置くことができる」と北条鉄道の定款を変更しており、その手続きも株主総
会で議決しておりますので、小野市も株主なら当然認識されるべきことです。
　小野市長は平成 17 年一方的に北条鉄道取締役を辞任され、平成 18 年には小野市の北条鉄道経営対策事業基金条例を
廃止され、再三にわたり株式の買取請求をされています。けれども兵庫県の了承や取締役会の承認が得られず、買取請
求には未だ応じられない状況です。私が市長になる以前より、小野市は北条鉄道からの撤退を考えられてきたものであ
るのに、事有るごとに騒ぎ立て、撤退を表明されるのはいかがなものでしょうか。

■社長候補の公募

　今回の件は、北条鉄道の経営問題であるにも拘わらず、政治問題化されようとしたことは誠に残念です。もとより会
社の最高経営責任者として社長には会社で起こった全てについての最終的な責任があります。私は 4年間全力で鉄道の
経営改善に取り組んできましたが、残念ながら今回の不祥事が起きた点については、私の監督不十分として深く反省し
ております。経理処理については公認会計士の指導を受け、監査役の監査手続きも経たものであり、会社には専務取締
役鉄道部長と取締役経理担当が常勤する他、非常勤取締役 5名も加わって経営に当って参りました。
　先の役員会において、自らの処分についても諮りましたが、無報酬で非常勤かつ日頃誠実に経営参加していることな
どから、そもそも減給処分は不可能であり、社長の直接的責任はないとされました。
　私が社長を辞任して責任を取る方法もあるのでしょうが、それでは会社の経営が殆んど機能しなくなります。したが
って、次期社長の選任や経営体制刷新のための道筋を付けることこそ、私の責任を全うすることであると認識しています。

■社長の責任

　第三セクターは、責任の所在が不明確で機敏な舵取りができません。加西市に過半数の支配権があれば、もっと柔軟
な経営ができますし、今回の事態にも早い対応ができたと思っています。市や県が出資する三セクだから経営が健全に
なるのではありません。現場の日頃の努力により、しっかりと経営管理ができてこそ安全運行や経営改革が実現します。
設立当時から 25 年が経過し社会経済情勢が大きく変化した現在、北条鉄道の資本構成を見直したり、市内企業に出資し
てもらうなどして、民営化も検討するべきと考えています。
　高齢化とバリアフリーの時代、そして環境の時代には、鉄道の存在意義は改めて再評価されるでしょう。94 年間続い
た地域交通遺産としての鉄路は、市民挙げて守っていかなければならないと思っています。

（市長）

■今後の鉄道経営

　私の手元に上がってきた決裁書に添付された採用順位が、女性であるなど不合理な理由付けで採用順位が恣意的に入
れ替えられていたので、私は偏差値で集計するなどして本来あるべき姿に正したものです。そして市長再選後に、公約
通り第三者委員会「採用のあり方委員会」を立ち上げ、公正かつ透明性の高い採用選考のルールを確立しました。
　市長が点数改ざんなどの不正を一切指示していないことは、懲戒審査委員会ではっきりと確認されています。また、
改ざん等に関わった人事係長、総務課長、総務部長（いずれも当時）の三名は減給 10％ 6ヵ月の重い処分を受けています。
　私が市長に就任して以降、加西市の職員採用制度は大幅に改正され、採用後の職員の指導・育成にも注力しています。
私は採用面接に立ち会いますが、個々の受験者の点数評価はせず、試験委員会の原案を極力尊重して採用決定しています。

■職員採用問題のその後

　行財政改革を進め、新時代の重要な政策課題に取り組むにも、現状では市役所に育っていない分野の人材について、
即戦力として採用しているものです。3年目を迎えた社会人採用（12 名）と並んで、任期付き管理職（２名）も大変よ
く頑張ってくれています。市では、様々な分野の専門性をもった人材を募集中ですので、現在都会などで働き、ふるさ
とに貢献したいという志の高い方のご応募をお待ちしています。

■社会人採用や任期付き職員採用

　私は、公私混同の出張、無駄な出張、物見遊山の出張はしていません。市長一人で用が足りる場合は、たとえ荷物が
あっても随行者を付けず単独で出張します。逆に、若手職員や女性職員であっても一人で出張させています。市長と同
じくらい出張して精力的に活躍している職員も複数名います。昨年度の市長出張件数は 41 件、市役所全体の 2.3%です。
経費節減は図っていますが、必要な出張には行って、旅費と人件費以上の成果を出すよう指導しています。
　また、個人的飲食を公費で賄ってはいません。加西市は公民連携を進め、大学や民間企業等との連携強化を図ってい
ます。病院のあり方委員会、バイオディーゼル燃料事業、滞納回収業務の一括外部委託、公民連携、事業仕分け、公会
計なども市長自ら先を見越して相手方に働きかけたことで、全国に先駆けて加西市で実施できたものです。
　その殆んどは手弁当で加西市に協力していただいており、食事のもてなし位は社交儀礼の範囲内と考えます。記者懇談
会などで手作り弁当や季節の果物を出すのも、加西市の食材と郷土料理の開発やホスピタリティを高めるためのものです。
市長交際費は、前々市長時代は年間予算 500万円、前市長は 250万円、現在の予算額は 190万円で、平成 20年度決算額
は 144万円でした。また、144万円全額を市長単独で使っているのではありませんし、近隣各市の市長交際費は 300万円
程度です。なお、私の行動や出張や交際費などは、毎月ホームページで詳しく開示していますのでご覧下さい。

■市長の出張や交際費

　加西市議会での審議や市長以下執行者の答弁の様子は、インターネットで実況・録画の両方をご覧いただけます。個々
の議案に対する各議員の賛否の状況は、広報かさいでも開示しています。本会議が停滞・遅延すると、出席者の人件費
だけで一時間約 30 万円の損失ですが、市長以下幹部職員が拘束されている間は、通常の業務がストップしてしまいます。
皆様が選ばれた市長や議員が効率的かつ効果的に仕事をしているか、無意味な議論を繰り返していないかなど、市議会
を一度傍聴されチェックされることをお勧めします。百聞は一見に如かずです。　　　　　　　　　　　　　　　　（市長）

■議会の模様

　他の自治体運営や企業経営にも大きく影響する重要案件であり、確定判決とすることは自治体の責務であるとして、
元管理職員から提訴された裁判に止む無く応じたもので、勝敗よりも判決を明らかにする必要があった裁判です。市側
敗訴は大変残念ですが、私が「必ず勝訴できる」などと断言し、議会が渋々同意して裁判を進めたものではありません。
裁判費用として弁護士代など約 170 万円を要しましたが、議会でご承認いただいたものです。
　最高裁判決を受け 11 月 10 日に職員懲戒審査委員会より「停職が妥当」との再答申を受けました。今後は、前回懲戒
解雇から今回復帰まで、実際に働いていなかった期間の給料をいくら支払うかなどについて、本人と協議したいと思い
ます。なお、退職金は兵庫県市町村職員退職手当組合から支払われますので、加西市の負担増にはなりません。
　処分の詳細については、広報かさい来月号及び市ホームページで公表します。（この原稿は 11 月 10 日現在で作成）

■飲酒運転裁判

　市内 21 ヵ所の市立保育所・幼稚園は、今、すべての園で定員割れが起きており、財政難から維持補修もままなりません。
市民の皆様への説明会などを重ね、平成 21 年度中に幼保の一元化・民営化計画を確定し、遅くとも平成 23 年春から順次、
民間に運営してもらう考えです。子ども達の明るい未来のために、市民の皆様のご理解を賜りますようお願いします。

■保育所・幼稚園の民営化
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ふるさと加西の魅力を全国に

【問合先】　ふるさと営業課☎㊷8740

　加西市の魅力を全国に発信しようと昨年 4月、「ふるさと営業課」を新設し、
様々な取り組みを行ってきました。
　積極的に市内外のイベントに出向き、加西市の PR を行うとともに、新たな
取り組みとして、旅行業者の企画する様々なツアーの誘致や北条の宿まち歩き
ツアーの企画などにより、加西市への観光客の入込数は増加傾向にあり、平成
20 年度は 140 万人（前年比 23.8 万人増）となりました。
　また、特産品開発、地域ブランドの確立については、新たに市場の開拓がで
きつつあり、ブランド化に向けた芽が膨らんできています。
　今後も、観光と特産品とを一体化させ、課員一丸となって PR に取り組み、
加西市の知名度アップに努めていきます。

地域資源を活用したブランド力アップへの取り組み

■主な取り組み

　昨年は、加西サイサイまつりをリニューアルし、エコをテーマに経費の削減
を図りました（対前年比、約 180 万円の経費削減、Co2 排出量 20％減）。
　今年は 8月 2日に、会場を県立フラワーセンターへ移し、市民主体、市民が
もてなす祭りとして開催。加西市の物産等を PR するとともに、花と水辺の空
間で、加西市の魅力と情報発信を行いました。
　経費と労力を掛けた以前のサイサイまつりに比べ、加西の持ち味と資源を活
かし、必要最小限の経費で新しい夏のイベントが提案できました。
　交通渋滞等今後改善すべき課題もありますが、「昨年まで以上のかなりの人
出だった」、「雰囲気がよかった」、「水辺にうかぶ花火が最高！これまでのまつ
りで一番美しかった」という声を多く聞いています。

　北条の旧宿場町かいわいを会場に多彩なイベント「北条の宿はくらんかい」
を昨年に引き続き、今年も 10 月 17・18 日に開催しました。
　地域の住民が中心となって、賑わいと活気にあふれた地域主体のイベントと
して定着しつつあり、まちなかにある寺や神社、空き家、空き店舗を利用した
市民の参加によるカフェやギャラリー、芸能など多彩な催しに、市内外から多
くの人が訪れました。（昨年 2.5 万人、今年 3万人）
　今後、野菜や加工品の販売、喫茶などの臨時出店場所として、定期的に活用
されていくことを期待するとともに、その立ち上げを支援していきます。

北条の宿はくらんかい（10/17・18）普段は
静かな町通りが、多くの人で賑わいました。

かさい夢フェスタ（8/2）クライマックスに、
打ち上げられた水辺での花火。

　関係機関や団体との連携を深め、観光資源の発掘・開発、都市部へのプロモ
ーション強化に努めました。専門家による観光現地指導会を実施し、加西市の
観光のあり方そのものを見つめ直しました。

・観光、特産品を PR（姫路菓子博、加西 SA、関西大学、赤穂義士祭、ひょう
ごふるさと館等）

・近隣市との連携による観光キャンペーン「播磨の国宝巡りツアー」を実施（4
～ 6 月）、北条の宿まち歩きツアーの実施

・旅行業者との連携によるパッケージ開発
・観光ホームページ「かさい観光ナビ」を作成
・加西の四季フォトコンテストの開催

　県外からの利用者が多く、効率的な PR ができる中国縦貫自動車道加西サー
ビスエリア（以下加西 SA）で、特産品販売と同時に観光 PRを行いました。
　また、間もなく認証していく予定の地域ブランドですが、一足飛びに全国ブ
ランドとはいきませんし、行政がいくら旗振りをしても、生産者のご理解なく
しては、モノになり得ません。
　最近は、市内にも地域ブランドに対する熱い思いを持たれた市民が増え、独
自の加工品も、少しずつ開発されてきました。市内の事業者やグループ、生産
者の皆さんが発案・開発された優れものを加西ブランド協議会等の関係機関と
連携を図りながら、PRと販路拡大に努めます。

・加西 SA の特設ブースで、ぶどう、米等の試食販売、SA 売店で特産品販売
・ハリマ王にんにくを使用した特選料理キャンペーンを開催
・東京で加西産米販売
・ブランドフォーラム開催（加西ブランド協議会）
・北播磨ステーション等で特産品販売、「加西ウィーク」で集中的に PR
・特別栽培米を学校給食に利用
・自慢のレシピコンテストの実施（本誌 20 頁参照）

加西産品のブランド化へ
加西市の米・野菜・果物・お酒等、たくさん
の優れた地域資源のブランド化を図ります。

関西大学学園祭（11/3）特産品を様々なイ
ベントで積極的に PR。

　新規就農者及び田舎で開業や芸術活動などを行いたい、農業をしながら田舎
で暮らしたいという人たちの転入促進と地域の活性化を図っています。

・都市部への PR（ふるさと回帰フェア、ひょうごで田舎暮らし臨時相談所等）
・市ホームページに空き家バンクを掲載
・市民農園の開設支援
・まちづくり協議会や NPO 等、まちおこし団体の支援

田舎暮らし臨時相談所（H20.9/17）神戸市
内の百貨店に出向き、田舎暮らし希望者に加
西市を紹介。

■地域全体で創ろう「誇れる加西」

　旅行業者の方から、「加西」という名は、観光客からよく知られていると聞
きます。なぜなら、中国道を利用して大阪方面から西向きに旅行する際に、最
初に立ち寄るのが加西 SA、逆に大阪方面への帰りに最後に休憩するのも加西
SA だからそうです。しかし、加西市という存在とは結びついていないのが実
情です。
　私のまちには何も自慢するものがないと欠点を指摘するばかりではなく、加
西市で暮らす私たちが、既に持ち合わせている加西の素晴らしさを再認識し、
それらを特徴づけることで、やがてはブランド候補になっていくものと考えて
います。そして私たちがまちに誇りを持ってその思いを市外の方々に伝えてい
けば、自ずとまちに活力が蘇り、加西という地域ブランドが確立するのではな
いかと思います。
　地域ブランドは、地域発の産品・商品・サービスのブランド化と地域のイメ
ージそのもののブランド化が相互に作用しあって形づくられるものです。
　加西市は、貴重な資源の宝庫ですので、それらが有機的に連携しあうことに
よって、地域のイメージが確立し、やがて加西というブランドに定着してくる
ものと考えています。
　特産品開発やイメージ戦略のためには、地域全体で取り組み、そのレベルア
ップを図っていかなければなりませんので、引き続き、市民の皆様のご協力を
お願いします。

■重点目標は 5 つ

１．魅力ある観光メニューの開発
２．観光入込数を増やす
３．「地域ブランド」を育てる
４．農作物の高付加価値化を図る
５．定住・交流人口を増やす

加西ブランドフォーラム（2/8）東京からは
㈱スズノブ代表取締役西嶋さん、姫路市でご
活躍中の版画家岩田さんをお招きしました。

加西 SA でかさい満載市場（H20.11/2）
市内生産者と共に特設ブース設置。特産品と
観光地を PR。

■かさい夢フェスタ

■北条の宿はくらんかい

■観光プロモーションの強化

■加西産品のブランド化と全国への PR、地産地消の推進

■定住・交流人口の増加

「ないない尽くし」から「あるある発見隊」へ
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■更生保護活動への貢献をたたえて
　10 月 23 日、神戸文化ホールで更生保護制度施行 60 周年記念兵庫県更生保護大会が行われ、活動に貢献された次
の皆さんが表彰されました。

問合先／自治参画課市民相談室☎㊷ 8739

国民健康保険の加入・脱退はお早めに

【問合先】　国保健康課国保医療担当☎㊷8721

　こんなときは国保健康課（市役所１階⑥～⑧番窓口）へ届け出をお願いします。

こんなとき 届け出に必要なもの

国保に
加入するとき

他の市町村から転入してきたとき 他の市町村の転出証明書、印かん

職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書、印かん

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者でない証明書、印かん

子供が生まれたとき 保険証、印かん

国保を
やめるとき

他の市町村に転出するとき 保険証、印かん

職場の健康保険に加入したとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証（後者が未交付
の場合は加入したことを証明するもの）、印かん職場の健康保険の被扶養者になったとき

国保の被保険者が死亡したとき 保険証、印かん

その他

同じ市町村内で住所が変わったとき

保険証、印かん世帯主や氏名が変わったとき

世帯が分かれたり、いっしょになったとき

修学のため、別に住所を定めるとき（他市町村
への転出の場合にかぎる）

保険証、在学証明証（学生証でも可）、印かん

保険証をなくしたとき、あるいは汚れたりして
使えなくなったとき（再交付）

身分を証明するもの（運転免許証など）、印かん

※届け出は 14 日以内にお願いします。届け出が遅れると、加入資格を得た時点まで保険税をさかのぼって納めなくてはならな

　くなります（遡及賦課）。逆に国保をやめる届け出が遅れると、知らずに職場の健康保険料と国保税を二重に支払ってしまう

　ことになってしまいますので、届け出はお早めにお願いします。

※また子供が生まれたときには出産一時金と乳幼児医療証の交付の申請を、国保の被保険者が死亡したときには葬祭費の申請

　をそれぞれ行っていただくことになりますので、ご不明な点はお問合せください。

国民健康保険被保険者証が更新されます

【問合先】　国保健康課国保医療担当☎㊷8721

　12 月 1日に国民健康保険の被保険者証（保険証）が更
新されます。
　保険証が 1人 1枚ずつお持ちいただくカード様式にな
り、紛失されるケースが多くなっています。これまで以
上に、保管等に注意いただき、ご利用くださいますよう
お願いします。
　12 月以降の国民健康保険被保険者証は、一般被保険者
証は若草色に、退職被保険者証は白茶色になります。

見   本

▲一般被保険者証（縦 5.4㎝×横 8.6㎝）

法務大臣表彰　　　　　　　　　　　　　　本多邦好
近畿地方保護司連盟会長表彰　　　　　　　明井教玄
神戸保護観察所長功労表彰　　　　　　　　下村義明

日本更生保護女性連盟会長表彰　　　　　　　永吉陵子
近畿地方保護司連盟会長表彰（内助功労者）　	 吉田康江
神戸保護観察所長感謝状（更生保護女性会員）青山俊代

予算編成過程を公表します

【問合先】　財政課☎㊷8710

市税等のコンビニ収納の開始（平成22年4月から）

【問合先】　会計室☎㊷8783

　平成 22 年度加西市一般会計予算から、その編成過程を市ホームペー
ジ等で広く市民に公開します。
　税金の具体的な使途について、事業決定する過程を公表することで、
予算編成の透明性を確保し、市民の皆様と情報の共有化を図り、開かれ
た市政を推進します。既に加西市では、一昨年から行政コスト計算書（昨
年よりトータルコスト計算書）を導入するとともに、昨年からは毎年事
業仕分けを行っており、このたびの公表はこれらの延長線上にあるもの
です。

■公表内容
・予算スケジュール
・予算編成方針
・トータルコスト計算書（各事業毎）
・新規事業の要求額及び査定額
■掲載場所
・市ホームページ（市政情報）

　市民の利便性向上を図るなどのため、市税や保育料などを来年 4月か
らコンビニエンスストアでも納付できるように現在準備しています。
　コンビニ収納業務が開始すると、24 時間営業の全国 4万店舗のコン
ビニから「いつでも」「どこでも」納付が可能となります。
　また、収納処理がデータ化されることで、市の収納事務の効率化も期
待できます。これにより、市税等の納付機会の拡大を図り、市民サービ
スの向上に努めるとともに、収納率のアップにつなげていきたいと考え
ます。

■コンビニで納付できる市税等
・市県民税
・固定資産税・都市計画税
・軽自動車税
・国民健康保険税
・し尿収集手数料
・保育園の保育料

平成21年4月から 9月に要介護認定を申請された皆様へ

【問合先】　長寿介護課介護保険担当☎㊷8788

　介護の手間を反映させること、認定結果のばらつきを是正することを目的として平成 21 年 4
月に、要介護認定の見直しが行われました。しかし、厚生労働省の検討会でその検証が行われ
た結果、再度認定方法が見直され、10 月 1日からの要介護認定で、より正確に介護の手間が反
映されることとなりました。
　これに伴い、4月から 9月に要介護認定を申請された方は、次に該当する場合、再度申請等を行うことができます。

■再度申請等対象者
・「非該当」と判定された方で、実情と一致していないと思われる場合、再度申請を行うことができます。
・変更の申請をした方で、「却下」と判定された場合、再度区分変更申請を行うことができます。
・「要支援 1・2」「要介護 1～ 5」と認定された方で、その要介護度が実情と一致していないと思われる場合、有効期間
終了前であっても、区分変更申請を行うことができます。

※再度申請された結果が、希望通りの要介護度で認定されることを保証するものではありません。

新しく要介護の認定方法が見直されました（10 月 1 日より）。

■地方自治体公民連携研究会を加西市で開催
　この度、加西市は地方自治体公民連携研究会（会長	塩川正十郎）の協力を得て、加西市におけるＰＰＰ（公民連携）
の導入可能性調査をすることとなりました。
　それに伴い、市議会議員も参加する加西市での初回会合を下記の日程で開催します。
　ご関心のある方は傍聴が可能ですので、ふるってご参加ください。

日時／ 11 月 23 日（月・祝）13:30 ～ 16:00　　場所／加西市役所多目的ホール　　問合先／経営戦略室☎㊷ 8700
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加西病院のコーナー　                                加西病院WEB サイト http://www.hospital.kasai.hyogo.jp/

『安全コスト』

　最近経営が成り立たず休止する病院や、救急医療から

撤退する病院が増えています。病院は利益を上げるこ

とを目的に動いている組織ではなく、患者さんに良質

な医療を届けることを目的に動いている組織です。医

療安全に十分なコストを掛けてなお成り立つ経営環境

を整えることは国家社会の責任です。今回政権交代が

成り、新政権は病院医療が維持できる仕組み作りを公

約にしています。実現することを願ってやみません。

　　（	病	院	長	）

　今流行っている新型インフルエンザなど感染症にお

いては、個人個人に「他人に染さない」「他人から染ら

ない」努力が求められます。手洗い、うがい、マスク、

咳エチケット、発熱したら人混みに出ない、等々です。

一方、医療施設には組織的対応が求められます。

　加西病院は以前から感染防止に力を入れており、院内

では感染防止委員会や ICT（感染症管理チーム）が活躍

し、院外には加西市感染防止ネットワークを広げていま

す。このような取り組みには費用が掛かります。例えば、

採血係は患者毎に手袋を交換します。長時間輸液は無

菌調剤室で薬剤師が厳格に準備します。そのための材

料や人員に費用が要ります。ところが医療の世界では、

安全に掛けるお金は上乗せ出来ない決まりになってい

ます。

　安全な医療は国民の願いであり、医療者の願いでもあ

ります。一般に物事は安全確実に行おうとする程、人

手と時間とコストが掛かります。にもかかわらず、医

療安全に力を入れた分だけ損をするのは天に唾する行

為であり、いずれ国民に落ちかかってきます。

　今全国的に、病院経営の危機が叫ばれています。日本

病院協会の今年の調査では公立、私立おりまぜて 76.2

％が赤字と、驚くべき比率に上っています。赤字が増

えたのは過去 10年間、診療報酬を下げ続けてきたため

です。医療費の増加は国家財政を破綻させるとの理由

からです。

　市内で飲酒運転による事故が、本年は 11 月 1 日現在で 10 件発生しており、例年より増加してい
ます。
　平成 21 年 6月 1日から、飲酒運転に対する行政処分が大幅に強化され、運転者以外にも車両の提
供者や同乗者にも厳しい罰則があります。年末にかけ、お酒を飲む機会が増えますが、人の命を奪い、
加害者や被害者の生活を一変してしまう悲惨な交通事故をなくすため、交通ルールを守りましょう。

新型インフルエンザワクチン予防接種のお知らせ

【問合先】　国保健康課☎㊷8723　今後、この内容に追加・変更があった場合は、市ホームページ・広報等でお知らせします。

　今般流行している「新型インフルエンザ（A型 H1N1）」の予防接種についてお知らせします。
　この予防接種は、これまでのデータから、重症化の防止に効果が期待されます。ただし、感染防止の効果は証明され
ておらず、接種したからといって感染しないわけではありません。

優先対象者 接種予定時期 持参するもの（優先対象であることが証明できる書類）

① インフルエンザ患者の診療に従事する医療従事者・救急隊員は 10 月 19 日から接種開始済み

② 妊婦等 11 月 2 日～ 母子健康手帳

③ 基礎疾患を有する者
最優先 11 月 16 日～ 「優先対象者証明書」

※かかりつけ医で接種の場合は不要その他 12 月上旬

④ １歳～小学校 3 年生に相当する年齢の小児 12 月中旬 「母子手帳」又は「健康保険被保険者証」

⑤

１歳未満の小児の保護者

1 月上旬

「母子手帳」、「健康保険被保険者証」又は「住民票」

優先対象者のうち予防接種が受けられない
者の保護者

「優先対象者証明書」、「健康保険被保険者証」
又は「住民票」

⑥ 小学校高学年、中学・高校生、高齢者 1 月以降
「健康保険被保険者証」、「学生証」、「運転免許所」

又は「住民票」

■対象および接種時期（国が示す標準的スケジュール）

※基礎疾患を有する者の定義に該当するかどうか、及び接種開始日・予約については「かかりつけ医師」に確認してください。

■接種できる市内の医療機関
あさじ医院 ☎㊹ 0225 さかいこどもクリニック ☎㊸ 0415 西村医院 ☎㊾ 0001
安積医院 ☎㊻ 0361 さたけ小児科 ☎㊸ 1717 西村耳鼻咽喉科 ☎㊷ 6020

荒木医院 ☎㊸ 9711 佐竹医院 ☎㊷ 4057 北条田仲病院 ☎㊷ 4950

いまだ眼科 ☎㊸ 3933 市立加西病院 ☎㊷ 2200 堀井内科医院 ☎㊾ 0150
大杉内科医院 ☎㊼ 0023 田尻内科循環器科 ☎㊸ 7931 みのりクリニック ☎㊾ 8470
小野寺医院 ☎㊽ 3737 つつみ神経内科 ☎㊺ 2050 三宅医院 ☎㊾ 0067
おりた外科胃腸科 ☎㊷ 6000 徳岡内科 ☎㊷ 0178 米田病院 ☎㊽ 3591

※上記は、一般来院者の接種も可能な医療機関です。上記以外に通院患者は接種可能な医療機関もあります。まずは、かかり
　つけの医療機関に確認ください。また、市外の医療機関でも接種できますので詳細は兵庫県のホームページでご確認下さい。

■料金 1 回目の接種　3,600 円
2 回目の接種　1回目と同じ医療機関の場合 2,550 円、1回目と異なる医療機関の場合 3,600 円

■注意事項
　今回の予防接種は、接種対象者の自発的な意思に基づき、接種をするかどうかを決めていただくことが前提とされて
います。ワクチン接種は、多くの方に重症化予防というメリットをもたらしますが、接種後に接種部位が腫れたり、熱
が出る等の症状が見られる他、まれに重篤な症状を引き起こす可能性もあります。この危険を 100 パーセント排除する
ことはできませんので、ご理解のうえ、接種していただくようお願いいたします。

STOP!  飲酒運転。飲酒運転による事故が多発しています

【問合先】　加西警察署交通課☎㊷0110

■全国防犯協会連合会長表彰（防犯栄誉銀章）

加西市防犯協会三口支部　副支部長　芝元孝夫さん（西笠原町・72 歳）

問合先／加西市防犯協会☎㊷ 6030

飲んだら運転しない。運転するなら飲まない。運転する人には飲ませない。

　10 月 14 日に兵庫県公館で開かれた平成 21 年地域安全兵庫県民大会において、多年にわたり加西市の防犯活動に
大いに貢献されたとして全国防犯協会連合会会長から表彰されました。

写真：加西感染防止ネットワーク講習会
『加西市感染防止ネットワーク』は、加西病院と周辺地域

の介護的医療施設の方々が集まって知識とスキルを磨き、
施設内の感染管理の質を高めることを目的にしています。
ＭＲＳＡや疥癬、ノロウィルスやインフルエンザなどへ
の正しい対応によって市民の方々に恩恵がもたらされま
す。

下記以外の方は、優先対象者等の接種状況で対応が検討されます。

■優先対象者のうち生活保護世帯の方 ･ 市民税非課税世帯に属する方は、料金が無料になります。（該当する方は申請が必要です）
①加西市内及び北播磨管内の指定医療機関（医師会会員の医療機関）で接種をうける方
　接種前の申請により「無料接種券」を発行します。申請は、印鑑及び優先対象であることが証明できるもの（上記表参照）
　が必要です。
②申請前に予防接種を受けた方・上記以外の医療機関にて受ける予定の方
　接種終了後、申請により接種料金を返却します。印鑑、接種済証明書（医療機関で発行）と領収書・振込先の通帳が必要です。

申 請 開 始 日：妊婦・基礎疾患を有する方　　　　　　	 11 月 16 日（月）～ 3月 31 日（水）
1歳～小学校 3年生に相当する年齢の方　	 12 月 1日（火）～ 3月 31 日（水）
小学校高学年～高校生・高齢者の方	 12 月中（県の接種予定、接種回数の決定により後日決定）

申請場所・時間：市役所１階⑨番窓口　国保健康課　　	 平日 9:00 ～ 17:00

兵庫県警シンボルマス
コットこうへいくん



■秋の叙勲・褒章

　農業機械の販売に 50 年余り携わり、平成 16 年から県農業機械商業協同組合理事長、
今年 3月から全国農業機械商業協同組合連合会常任理事を務め、機械による事故防止
の呼びかけなど、農業振興の分野で社会貢献されてきました。
　「農業がなければ国は栄えない。農家の皆さんが笑顔で元気になってもらいたい」と
農業への思いを熱く語られました。

旭日双光章　　岩本正敏さん（73）尾崎町　県農業機械商業協同組合理事長
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KASAI データバンク 人口／ 48,752（－ 22）	 世帯数／ 17,011（＋ 11）
男／ 23,715（－ 3）	 女／ 25,037（－ 19）　
10 月の出生数／ 28 人	 死亡数／ 43 人

H21.10.31 現在（前月比）

▲模範演技を披露する信田さん 

▲実行委員会の皆さん（図書館前にて）。
　キャップ回収は平成 22 年 1 月 7 日（木）まで。

　2010 年成人式実行委員会は、新成人全員で社会貢献に取り組もう
と、ペットボトルのキャップ回収を始めました。	
　ペットボトルのキャップは、800 個で 20 円になり、１人分のポリオ
ワクチンを購入することができます。貧困に苦しむ世界の子どもたち
への支援活動になり、地球環境にも貢献できます。	
　実行委員会は、手作りによる回収箱を、市役所（中央・東玄関）、
公民館（善防・南部・北部）、図書館に設置。新成人をはじめ、地域
の人々にも協力を呼びかけています。	

2010年成人式実行委員会がペットボトルキャップ回収

　スポーツのすばらしさを子ども達に伝えよう
と、ソウルオリンピック（1988 年）に出場し
た元体操選手の信田美帆さんを招いた授業が
10 月 21 日、北条小学校で行われました。
　信田さんは「スポーツの楽しさについて」の
講演の後、同校 4 年生 75 名に、模範演技で宙
返りや逆立ちなどを華麗に披露。その身軽さに
大きな歓声があがりました。子ども達は、マッ
ト運動を中心とした実技指導で、前転・後転の
コツや倒立の練習方法などを教わり、トップア
スリートとの交流を深めました。

元オリンピック選手の体操教室

　11 月 1 日、笹倉町（甘中吉彦区長）で新そば収穫祭が開かれ、約
100 名の町民の他、市長も参加して手打ちそばなどを食べながら懇親
しました。当日、午前中にそばの刈り取りに汗を流し、午後からゆか
いな麺々のメンバーが腕を振るいました。

笹倉町で新そばの収穫祭

◀収穫祭に参加した皆さん

　市内鶉野町にある神戸大学大学院食料資源研究センターの農場で 10 月
14 日、市立九会小学校 3 年生約 70 人が柿の収穫を体験しました。	
　神戸大学農学部 3 回生が収穫の実習を兼ねて、子ども達に収穫を指導。
柿の木に手が届くように脚立を用意するなど、親切な指導に子ども達も楽
しく収穫することができました。	
　収穫したばかりの柿が子ども達に振舞われましたが、食べた瞬間「しび
れる」など、予想していた味と違いびっくり。実は、この農場で栽培され
ているのは渋柿で、美味しくいただくには渋抜きが必要です。ここでは、
二酸化炭素に浸す装置で、1 週間ほどかけて渋抜きが行われ、甘い味の柿
になります。	
　子ども達は、次に事前に用意された渋抜きした柿を口にし、「甘くて美
味しい」柿を味わいました。	

神戸大学農場で柿の収穫体験

　加西市観光まちづくり協会・神戸電鉄の共催で 10 月 25 日、「かさい
宇仁の里・花畑街道コースハイキング」が行われ、約 80 名の方が参加、
約 6 キロにも及ぶコスモス街道や紅葉を楽しみました。
　また、当日はハイキングコース途中で宇仁郷まちづくり協議会による
コスモスまつりも開催され、メイン会場の国正町運動場で行われたカ
レーライス等飲食物の販売や朝市では、多くの参加者が足を休め楽しみ
ました。	

宇仁の郷・花畑街道ハイキング

◀神戸大学生の指導のもと柿を収穫

沿道に咲き並ぶコスモス▶

　社会科の教科書に載っている昔の生活道具の実物を手にとって体験
する学習会が 10 月 26 日、西在田小学校 4 年生（21 名）の授業で行
われました。これは、古い道具を通して昔のくらしぶりや、生活道具
の遷り変りを学習するもので、教室には NPO 法人まちづくり北条（松
本正光代表）の協力により、メンバーの所有する「あんか」や「ひば
ち」など昭和 30 ～ 40 年代の生活道具 26 点が勢ぞろい。道具の機能
や使い方の説明を受け、実際に手で触れたり、スケッチすることで当
時の生活の様子を学びました。

昔の生活道具学習会

▲ダイヤル式電話の説明を受ける子ども達

　青少年の非行防止の見守り活動などに尽力、ボランティアで防犯活動に 42 年間関わ
られています。平成 18 年からは加西市防犯協会会長を務め、車上狙いや振り込め詐欺
への注意喚起に取り組み、地域の安全運動に貢献されました。
　「多くの方々の協力があってこその受賞。お世話になった皆さんで喜びを分かち合い
たい」と感謝の気持ちを述べられました。

藍綬　　　　　藤原　實さん（71）常吉町　加西市防犯協会会長　　　　　　
　11 月 3 日、大工町（神田定秀区長）は、毘沙門天神社境内で奉納相
撲大会を開き、児童 3 名が回し姿で元気に相撲をとりました。
　大工町では、先月の雑魚獲りイベント、蓮根レシピコンテストなど、
町民交流と地域おこしイベントに熱心に取り組んでいます。

大工町で子供奉納相撲

子供相撲を奉納▶

　消防組織の資質向上を目的に自衛消防実戦競技大会（加西市防火協
会主催）が 10 月 28 日、消防本部訓練場で開催されました。市内 23	
事業所から 36	チーム、89	名が参加、消火器を使った放水競技などの
4	部門で技を競い合いました。優勝者は次のとおりです。

第15回自衛消防実戦競技大会

	
■消火器競技の部	　　　　　　　㈱千石 A
■屋内消火栓競技の部	　　　　　技研化成㈱関西工業
■屋外消火栓競技の部	　　　　　三洋電機㈱加西事業所Ｂ
■小型動力消防ポンプ競技の部	　是常精工㈱

▲消火器に水を入れ速く目標に命中させる競技
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　加西市では、学童保育園を開設し、放課後や長期休業中に家庭や地域で保育を受けることが
できない児童に対し、主として遊びを通じて健全育成するための保育事業を行っています。
　申請書類は、市役所 6階教育委員会自己実現サポート課と各学童保育園でお渡ししていま
すので、来年度に入園を希望される方は、次のとおり手続きをしてください。
　なお、入園希望者が 10 人に満たない場合は、市条例の規定により休園となりますのでご了
承ください。また、現在未開設の小学校も、希望者が 10 人以上で諸条件が整えば開設します
のでご相談ください。

■学童保育園概要

学童保育実施園
・北条学童保育園　　（北条小学校内）　　　・北条東学童保育園　（北条東小学校内）
・下里学童保育園　　（下里小学校内）　　　・九会学童保育園　　（九会小学校内）
・日吉学童保育園　　（日吉小学校内）　　　・泉学童保育園　　　（泉小学校内）

入園資格
市内の小学校 1 ～ 3 年生までに在学し、就労等で保育が可能な同居成人がいない児童
※申し込み多数の場合等、受け入れできない場合があります

申込期限 12 月 1 日（火）から 15 日（火）まで。教育委員会自己実現サポート課へ

必要書類

・学童保育園入園申請書
・児童の状況確認票
・保育に欠ける申立書（勤務証明書等）
※申請書等は市ホームページからダウンロードできます。

保育料
児童 1 人につき 6,000 円／月額

（※ 8 月分のみ児童 1 人につき 12,000 円／月額）

保育時間　
授業のある日：授業終了後～ 18:00（月曜日～金曜日）
長期休業など：8:00 ～ 18:00（土日祝日を除く）

平成22年度　学童保育園入園のご案内

【問合先】　教育委員会自己実現サポート課　☎㊷8773

■洋画	
　市長賞　　　　　佃　良一　	 （大阪府）
　議長賞　　　　　立谷知代　	 （姫路市）
　教育委員会賞　　荻野敦子　	 （三田市）
　文化連盟会長賞　西尾晴香　	 （市川町）
　美術家協会長賞　山中幹雄　	 （姫路市）

■版画	
　市長賞　　　　　十倉郁江　	 （神戸市）
　議長賞　　　　　西川彰一　	 （加古川市）
　教育委員会賞　　山﨑忠厚　	 （西宮市）
　文化連盟会長賞　岡　哲也　	 （加西市）
　美術家協会長賞　六車幸紀	 （宝塚市）

■写真	
　市長賞　　　　　萩原徳宏　	 （姫路市）
　議長賞　　　　　青木正豊　	 （明石市）
　教育委員会賞　　酒井八朗　	 （篠山市）
　文化連盟会長賞　今川楨子　	 （たつの市）
　美術家協会長賞　岸田　緑　	 （加古川市）

■日本画	
　市長賞　　　　　皆川憲子　	 （姫路市）
　議長賞　　　　　石原和代　	 （太子町）
　教育委員会賞　　石井陽子　	 （太子町）
　文化連盟会長賞　青木美智子	 （加西市）
　美術家協会長賞　塩見　秀　	 （加西市）

■書道	
　市長賞　　　　　新宮善一	 （宍粟市）
　議長賞　　　　　岡本　恵	 （西脇市）
　教育委員会賞　　谷川りゆ子	 （加古川市）
　文化連盟会長賞　川崎知香　	 （神戸市）
　美術家協会長賞　石井奈津江	 （加東市）

■水墨画	
　市長賞　　　　　下野公子　	 （芦屋市）
　議長賞　　　　　清水春代　	 （姫路市）
　教育委員会賞　　中西綾子　	 （加西市）
　文化連盟会長賞　村上寿枝　	 （加西市）
　美術家協会長賞　宮本保子　	 （稲美町）

■彫塑・工芸	
　市長賞　　　　　辰巳清三　	 （姫路市）
　議長賞　　　　　浮津崇之　	 （姫路市）
　教育委員会賞　　鈴木みゆき	 （福崎町）
　文化連盟会長賞　今住政盛　	 （姫路市）
　美術家協会長賞　中西久子　	 （明石市）

美術公募展
日時：11/18（水）～ 22（日）
10:00 ～ 17:00（最終日16:00）
場所：市民会館、ホワイエ、コミ
セン
内容：洋画・日本画・水墨画・版
画・書道・彫塑工芸・写真の入賞・
入選作品を展示します。

　第 43 回美術公募展入賞は次の皆さん（出品作品総数 7部門 429 点）。作品は公募展で展示します。

加西市文化祭「美術公募展」入賞者

【問合先】　教育委員会自己実現サポート課　☎㊷8773

■第 42 回市民柔道大会
個人戦　小学生低学年　　　福谷　聡
　　　　小学生中学年　　　福谷　翼
　　　　小学生高学年　　　松井海斗
　　　　中学生　　　　　　杉尾大地
　　　　一般女子　　　　　見上絢美
　　　　一般男子　　　　　小林勝成

■第 35 回市民剣道大会
個人戦　小学生 1・2 年 是常和紀　（北条少年剣修会）
　　　　小学生 3 年 須藤佳々奈 （北条少年剣修会）
　　　　小学生高学年女子 小塩真央　（加西スポーツ少年団）
　　　　小学生 4 年男子 千石岳司　（北条少年剣修会）
　　　　小学生 5 年男子 水田和成　（加西スポーツ少年団）
　　　　小学生 6 年男子 加藤裕介　（北条少年剣修会）
　　　　中学生 1 年男子 橋爪　誠　（加西中）
　　　　中学生 1 年女子 荒木七海 （泉中）
　　　　中学生 2・3 年男子 吉田和矢　（泉中）
　　　　中学生 2・3 年女子 達可文子　（泉中）
団体戦　中学生男子 泉中Ａ
　　　　中学生女子 加西中

■第 33 回少林寺拳法演武大会
組演武　少年の部　低学年　岩本尚磨　・橋本　陽
　　　　　　　　　中学年　長谷川拓未・長谷川蓮
　　　　　　　　　高学年　塩河胡桃　・岩本拓磨
　　　　一般の部　　　　　塚原　誠　・山下佳翁
乱捕　　少年の部　　　　　岩本拓磨
　　　　一般の部　　　　　塚原　誠

■第 39 回町対抗バレーボール大会
男子　一部　横尾 A　二部　上若井　三部　市村 C
女子　一部　栗田 　二部　大村　　三部　中富

■第 16 回市長杯地区対抗ゲートボール大会
富合チーム

■第 25 回加西市ジュニアバレーボール大会
西在田少女バレーボールクラブ

■第 40 回市民空手道大会
型競技　　
幼年　　　　松本夢桜
小学低学年　北原結友
小学高学年　村上彩月
中学　　　　吉岡寛斗
一般　　　　東郷護靖

組手競技　
幼年　　　　植村　碧
小学低学年　北原結友
小学高学年　前田空渡
中学　　　　吉岡寛斗
一般　　　　大垣隆一

■第 20 回市長杯グラウンド・ゴルフ大会
男子の部　石井　勝　女子の部　青山みどり

■第 43 回市民ソフトテニス大会
一般男子　　　佐藤宏樹・東郷　崇（ドリーム）
一般女子　　　藤川　萌・藤川　愛（北条高校）

■第 34 回　市民バドミントン大会
男子ダブルス　　一部　稲田泰大　・松居利和
　　　　　　　　二部　福永良三　・長濱　洋
　　　　　　　　三部　井上具隆　・西田正幸
男子シングルス　一部　松居利和
　　　　　　　　二部　河田裕之
　　　　　　　　三部　谷口寿人
女子ダブルス　　一部　柴田裕子 ・畠中加奈子
　　　　　　　　二部　永井えりこ・児玉和子
女子シングルス　一部　畠中加奈子
　　　　　　　　二部　岡本千枝

■第 27 回市民硬式テニス大会
男子ダブルス　　　宇仁菅　崇・藤本佳明
女子ダブルス　　　山田千鶴　・友井律子
ミックスダブルス　山田智博　・山田千鶴

■第 31 回市長杯少年野球大会
泉少年野球クラブ

■第 40 回親善サッカー大会
一般　F-4　　中学　加西中　　少年　善防 Fc-A

■第 43 回市民卓球大会
ダブルス　　　　　宮長・大野　（暁クラブ）
シングルス　一部　田居修一　　（暁クラブ）
　　　　　　二部　大豊亮介　　（西脇工）
　　　　　　三部　安田英揮　　（加西市役所）
　　　　　　四部　笹倉史登　　（播農高）

■第 7 回親善バスケットボール大会
小学生の部　　　高学年男子　サンデーモンブランズ北条
　　　　　　　　高学年女子　CHALLENGER 九会
　　　　　　　　低学年　　　西在田ドリーム
高校・一般の部　男子　　　　TRUSSARDI
　　　　　　　　女子　　　　ネバギバ 11

■第 6 回市民マウンテンボール大会
高田陽子

第42回加西市体育大会　各種目の大会優勝者は次の皆さん

【問合先】　教育委員会自己実現サポート課　☎㊷8775

■体育協会スポーツ賞受賞者の皆さん　
■スポーツ功労賞
　柏原信也 （北条町）　　加西市体育協会理事長、副会長、会長として、協会の発展に大きく寄与。
　能瀬輝久 （北条町）　　軟式野球協会入会以来半世紀に渡りその運営に携わり、また、審判員の若手育成にも貢献。
　田中正美 （東剣坂町）　ソフトテニス協会会長として、協会の発展に大きく寄与。
■スポーツ功績賞
　北条中学校男子駅伝チーム　	 第 57 回兵庫県中学校男子駅伝競走大会第 1位　1°00′46″(19.2km)　他
　三宅奈緒香（甲南大 1年）　　	 第 62 回兵庫県郡都市対抗陸上競技大会	女子 100 ｍ	第 1 位	12”29
　志方文典 （西脇工高 3年）　	 第 62 回全国高等学校陸上競技選手権大会近畿地区予選会	5,000 ｍ	第 1 位	14’25″
■スポーツ優秀指導者賞
　稲岡　進 （三口町）　　中学校陸上競技部で優秀選手を数多く育て、また北条中学校を全国駅伝競走大会出場に導く。

■第 10 回市民バウンドテニス大会
ラリー戦　　　　がんばろう会
団体戦　　一部　レインボーブルー
　　　　　二部　レインボーピンク
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講座・イベント

認知症の方への介護体験を知ろう
介護者同士の仲間づくりを目指し、
それぞれの立場での思いを語り合え
る場を一緒に作りませんか？
日時：11/26（木）13:30 ～ 15:00
場所：健康福祉会館２階創作室
定員：30名
参加料：無料
申込先：NPO法人ふきのとう
☎㊷2077※申込みは 3日前まで。 空
きがあれば当日可。

家族介護教室
「ミニ講座②と茶話会」

市民会館からのお知らせ
■お正月用フラワーアレンジメント
お正月を少し豪華に彩ってみません
か。初心者の方もお気軽にご参加下
さい。
日時：12/27（日）
① 10:30 ～　② 13:00 ～
定員：各 15 名
持ち物：花切りバサミ、持ち帰り用袋
参加費：3500 円（花代含む）
締切：11/29（日）
問合先：市民会館☎㊸ 0160

■クリスマス会
加西マジック協会の仲田さんを迎
え、手品ショー！お友達と一緒にク
リスマス会を楽しみましょう。サン
タさんもくるよ。
日時：12/18（金）11:00 ～ 12:00
■３・４歳児さんあつまれ
日時：12/3（木）・14（月）
11:00 ～ 11:30　
■わいわいひろば
双子ちゃん・三つ子ちゃんのお母さ
ん、妊婦さん一緒にお話しましょ
う！
日時：12/22（火）10:30 ～ 11:30
■家庭教育講座④「がまんする心を
育てる」
「しらさぎ家庭教育研究所」より講
師の方が来られます。希望の方は託
児します。
日時：12/7（月）11:00 ～ 12:00

ねひめキッズからのお知らせ

開園日時：月～土 10:00 ～ 15:00	
登録、利用料は不要です。
問合先：ねひめキッズ☎㊷ 5710

＜まちの子育てひろば応援団から＞
■高齢者とのつどい　～ねひめくれ
ぱすさんによるクリスマス会～
サンタさんや、はばタンと一緒に
踊って遊ぼう。プレゼントあり。
日時：12/5（土）10:30 ～ 11:30
申込締切：11/25（水）
■すくすくひろば＋かんがるーひろば
お子さんの身体測定をします。妊婦
さんも一緒にお話しましょう。
日時：12/15（火）10:30 ～ 11:30

学習と活動の成果を披露します。お楽しみください。

問合先：中央公民館☎㊷ 2151

日時 内容 場所

11/28（土）
9:00 ～ 17:00

作品展示
（書道・手編み・和裁・日本画・水墨画・絵手紙・

短歌・俳句・川柳・竹細工・木彫り・フランス

刺繍・ちぎり絵・ボールペン習字・生花・写真・

表装・和菓子）

市民会館
コミセン
2 階・3 階

11/29（日）
9:00 ～ 15:30

10:00 ～ 12:00 作品バザー（木彫り・竹細工）

11:00 ～ 15:30 料理バザー
（手打ちそば・山菜おこわ・ワッフル・コーヒー）

12:30 ～ 15:30 芸能発表会
（大正琴・歌謡・社交ダンス・銭太鼓・詩舞道・

舞踊・コーラス・マジック・着付け・太極拳・劇・

オカリナ）

文化ホール

中央公民館学習発表会「中央ふれあいまつり」

絵本、自分史、小説、エッセイなど
書いてみたい方を対象に新しい教室
がスタート。絵本作家の指導を受け
て、魅せる文章を身につけるチャン
スです。
開講式日時：11/26（木）
13:30 ～ 15:00
場所：南部公民館
問合先：南部公民館☎㊾0041

南部公民館  文芸教室
第1期生若干名募集

南部公民館　冬の講座
■コーヒーのいれ方教室 ＜初級＞

ペーパーフィルター
を使っていつもの
コーヒーを本格的な
味に！コーヒーイン
ストラクターのわか
りやすい指導で、楽
しみながらおうちカ

フェのノウハウを身につけましょう。
クリスマスのホームパーティーにも
間に合いますよ。
日時：12/12（土）10:00 ～
参加費：600円※先着 15 名（託児つき）
■親子そば打ち教室
そば打ちに最適な季節到来。
親子のコミュニケー
ションは勿論、例年、
子どもの頑張りと集
中力が発揮される教
室です。自分で手打
ちしたそばは格別で
すよ。
日時：12/23（水・祝）9:30 ～
参加費：1 組 1000 円※先着 15 組
問合先：南部公民館☎㊾ 0041

上映作品：「みすゞ」（2001 年・日本）
童謡詩人金子みすゞの波乱に満ちた
生涯を端正な映像で描く伝記映画。
日時：11/26( 木 )　13:30 ～
場所：アスティアかさい 3 階　多目
的ホール（入場無料）
問合先：地域交流センター
☎㊷ 0106

無料映画上映会「ねひめ Film」

　2011 年 7 月 24 日にアナログテレビ放送は終了します。総務省では、高齢者を含む市民の皆様に説明会・相談会、ま
た外出が困難な方への戸別訪問相談を実施します。

地デジ放送に関する説明会・相談会、戸別訪問相談

【申込・問合先】　経営戦略室　☎㊷8700　ＦＡＸ㊸1800

■説明会・相談会（無料・申込不要）

開催日 会場
11 月 30 日（月） アスティアかさい 3 階集会室
12 月 1 日（火） 北部公民館
12 月 2 日（水） 南部公民館
12 月 3 日（木） 善防公民館
12 月 4 日（金） 市役所多目的ホール

■戸別訪問（無料・要予約）
期間：11 月 30 日（月）～ 12 月 11 日（金）※土日可

申込：経営戦略室までお申し込みください。
申込書は、11 月 14 日以降に各戸に配送されます。

■地デジ相談コーナー（無料・申込不要）
期間：11 月 30 日（月）～ 12 月 11 日（金）
　　　平日の 10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00
場所：市役所 1階市民ホール、アスティアかさい 3階ね

ひめホール

開始時間：① 10:00 ～　　② 14:00 ～
1 日 2回開催。1回 90 分程度

こどもだけでなく、若いパパ・ママ
にも、是非体験してほしい“昔の遊び”
で、家族のきずなを深めましょう。
日時：12/5（土）10:00 ～ 11:30
場所：加西市民会館3階　小ホール
対象：小学校6年生までの親子、子
育てに関心のある地域の方、ファミ
サポ会員親子
講師：老人クラブ連合会の皆さん
定員：30組※参加費無料
締切：12/3（木）
申込先：加西市ファミリーサポート
クラブ☎㊷0111

ファミサポなかよし交流会
「昔のあそび おしえてね」

長駅周辺には赤穂義士にまつわる史
跡が多くあります。今月は、多聞寺
で営まれる義士祭法要参席と周辺の
義士ゆかりの地をボランティアガイ
ドの案内で訪ねます。（少雨決行）
日時：12/14（月）9:10 ～ 12:30
集合場所：加西市観光案内所（北条町駅）
※長駅 9:25 に集合も可
コース：長駅より徒歩往復約3km
参加費：300円（保険料・講話料）別
途交通費要
申込先：観光案内所☎㊷8823

ふるさと再発見ハイキング
長路の赤穂義士を訪ねる

今回は、郷里制などの律令制下の地
方支配の構造と、賀茂郡内の「楢原【な
らはら】里」や「酒見郷」など里や郷
のあった場所を考えていきます。
日時：12/12（土）10:30 ～ 12:00
会場：アスティアかさい 3階集会室
募集人員：会場にて先着60名
参加費：200円※加西市史購入者は無料
問合先：市史・文化財室分室
☎㊸0161

第11回加西市史を読む会
古代4　「古代の賀茂郡」

子育ては文化　伝承遊びから学ぶこと
伝承遊びの必要性と伝えていく大切
さを学んでみませんか。
日時：12/8（火）10:00 ～ 11:30
場所：北部公民館
講師：キッズいわき		ぱふ		岩崎敏之代表
申込先：北部子育て学習センター
☎㊺ 1523

地域の方と子育て講座

外国人講師といっしょにクリスマス
パーティーを楽しみましょう。異文
化に触れながら、パーティーへの自
然な参加術を学びます。
日時：12/13（日）12:00 ～ 14:00
会場：フラワーセンター　フルーリ
対象：婚活中の方ならどなたでも
定員：男女各20名（先着受付順）
参加費：3,500円
申込締切：12/5（土）17:00
申込先：北部公民館☎㊺0103
（月～土の 9:00 ～ 17:00）

第4回婚活セミナー
パーティー上手になろう
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くらし

地域・団体等でのクリスマス行事や
イベントに、心が和む場づくりとし
てサンタの衣装の貸出します。
貸出し期間：原則 5 日間以内
受付：平日 9:00 ～ 17:00（土日祝日
除く）※電話受付可
貸出し及び返却場所：加西市健康福
祉会館 2 棟 2 階　地域福祉推進室		
貸出し対象：加西市内在住又は在勤
の方で団体を優先（三世代ふれあ
い、いきいきサロン、地域団体等）
貸出し品：サンタの衣装　１セット
（上着・ズボン・ベルト・ひげ・プ
レゼントを入れる白い袋・メガネ・
帽子・クリスマスソングテープ）　
※ 7 セットは用意していますが、 予
約多数の場合はお断りすることがあ
ります。
使用料：無料
問合先：加西市社会福祉協議会　地
域福祉推進室☎㊸ 8133

サンタの衣装を貸出しします

宇仁駐在所を現在の場所で建て替え
するため、現在地より東南約 250m
に位置する民家を（仮）宇仁駐在所
として運用します。
期間は平成 21 年 10 月 20 日から平
成 22 年 3 月 3 日までの予定です。
問合先：加西警察署警備係
☎㊷ 0110

宇仁駐在所の仮移転について

平成 21 年 11 月 15 日より平成 22
年 2 月 15 日までの間（シカについ
ては 3 月 15 日まで）、狩猟が解禁
となります。事故が起きないよう十
分注意して下さい。
■入山者の皆さんへ
・目立つ服装で入山して下さい。
（不要の入山はお控え下さい）
・休日はハンターが集中しますので
特に注意をして下さい。

■狩猟者の皆さんへ
・法令を遵守し、違反や事故のない
狩猟を行って下さい。

問合先：農政課☎㊷ 8741

狩猟解禁に伴う事故防止
「守ろうよ　未来を見つめる　小さ

なひとみ」
児童虐待の件数は年々増加し、子ど
もの命が奪われる悲しい事件も後を
絶ちません。児童虐待問題は社会全
体で解決すべき重要な課題です。児
童虐待について認識を深めるため、
期間中、全国的に啓発活動（オレン
ジリボン・キャンペーン）が行われ
ます。
■ オ レ ン ジ リ ボ ン・ キ ャ ン ペ ー ン 
in ひょうご
日時：11/23（月・祝）13:00 ～ 16:00
場所：明石公園（西芝生広場）
■児童虐待 緊急時の連絡先
児童虐待は早期発見が大切。「お
や？」と気になることがあれば、迷
わず連絡ください。
兵庫県中央こども家庭センター
☎ 078-923-9966
児童虐待 24 時間ホットライン
☎ 078-921-9119
問合先：こども未来課☎㊷ 8726

11月は児童虐待防止推進月間

皆さん健康づくりに
取り組んでいます
か。健康だからでき
ること。献血もその
ひとつです。輸血医
療にかかせない血液
を患者さんにお届け
するため、多くの皆様のご協力をお
願いします。※ ご 本 人 確 認 の た め、
運転免許証などの提示をお願いする
ことがあります。
日時・場所：12/11( 金 )
10:00 ～ 11:30　加西市消防本部
13:30 ～ 16:00　市立加西病院
※市立加西病院の受付場所は健康増
進センターとなっております。
問合先：国保健康課健康担当
☎㊷ 8723

“献血” は身近にできるボラン
ティア

映画音楽あの時あの思い出・・・
愛の光幼稚園保護者会「愛の光コー
ラス」がマイフェアレディーやサウ
ンドオブミュージックなど映画音楽
をテーマにライブを行います。
フルートやホルンなどのゲスト演奏
もあります。
日時：11/29（日）19:00 ～
場所：アスティアかさい 3 階
問合先：愛の光幼稚園
☎㊽ 2733

愛の光コーラス 2009秋ライブ

各科・コースの農産物を販売しま
す。また、「加西ふれあい伝統芸能
フェスティバル」も同時開催。
日時：11/23（月・祝）9:30 ～ 13:30
場所：県立播磨農業高等学校
駐車場：学校敷地内（誘導に従って
下さい）
※直前にインフルエンザ感染等によ
り予防のため休校措置をとった場合
は中止となります。その場合は同校
ホームページでお知らせしますので
ご確認下さい。
問合先：県立播磨農業高等学校
☎㊷ 1050

県立播磨農業高等学校
「農高祭」

郷土の無形文化財・播州歌舞伎の継
承に取組んでいる播磨農高郷土伝統
文化継承クラブと市内の伝統芸能と
の合同発表会です。秋の一日、地域
社会が育んできた伝統芸能をお楽し
みください。
日時：11/23（月・祝）10:00 ～ 12:30
場所：播磨農高内　歌舞伎棟
問合先：善防公民館☎㊽ 2643

第17回ふれあい伝統芸能フェ
スティバル

きしだてんだいの「絵本パフォーマンス」
絵本＋オリジナル音楽＋αの全く新
しい絵本の世界。
日時：12/6（日）開演① 10:30、
開演② 14:00　上演時間 1 時間
場所：市民会館コミセン 2 階和室
参加協力費：500 円※会員は会員証
で入場できます
問合先：加西おやこ劇場
☎㊸ 0830（火木金 10:00 ～ 15:00）

加西おやこ劇場
特別お楽しみ会

先の大戦で父等を亡くした戦没者の
遺児を対象として、旧戦域を訪れ、
慰霊追悼を行うとともに、同地域の
住民と友好親善をはかるため、参加
希望者の多い次の 5地域を追加事業
として実施する予定です。
実施事業・申込締切：
西部ニューギニア・12/15（火）
東部ニューギニア・12/20（日）
フィリピン・12/25（金）
ミャンマー・H22.1/25（月）
中国・H22.1/30（土）
費用：賛助金として一律 10 万円
※日程等詳細は下記まで。
問合先：㈶日本遺族会事業課事業係
☎ 03-3261-5521

平成21年度戦没者遺児による
慰霊友好親善事業参加者募集

期日：12/20（日）小雨決行
※雨天 12/23（水・祝）
場所：善防中学校
周辺コース（日本
陸連ハーフマラソ
ン公認コース）
参加資格：加西市
内に居住・勤務・通学しているもの
種目：
男子小1以下～ 60歳以上（1000m～
5000m）の 13部門
女子小1以下～ 25歳以上（1000m～
3000m）の 10部門
の男女別年齢別に計23部門
※詳細に関しては下記申込先にお問
合せ下さい。
日程：受付8:00 ～ 8:30
　　　開会式	8:30 ～ 8:45
　　　競技9:00 ～ 12:00
　　　閉会式12:30 ～
参加費：高校生以上1人400円
小・中学生1人300円
※当日受付時、納金
申込締切：12/4（金）必着
申 込 先：〒675-2303　加西市北条
町古坂882-14　加西市陸上競技協会		
植田正吾宛☎㊷3253

第43回市民ロードレース大会

日時：11/21（土）10:00 ～ 11:30
場所：北条鉄道　長駅
講師：中村賢一さん（カラーコーディ
ネーター）
定員・参加費：10名・300円
申込先：長駅ボランティア駅長（村
上）☎090-7340-0888

北条鉄道駅中留学
パーソナルカラー講座

11 月 1 日より、太陽光発電の余剰
電力買取制度がスタートしました。
これは、太陽光発電で余った電力を
電力会社へ売ることができる制度
で、対象は住宅・非住宅を問いませ
ん。既に太陽光発電を設置済である
方も対象となり、買取期間は買取を
はじめた月から 10 年間です。
また、国が一般住宅への太陽光発電
の導入に対し、補助を実施していま
す。補助申請の受付は、太陽光発電
相談指導センターが行っていますの
で、お気軽にご相談下さい。
詳細は、買取制度ホームページ（経
済産業省）や、太陽光発電相談指導
センター（経済産業省）のホームペー
ジをご覧下さい。
問合先：環境創造課☎㊷ 6620

太陽光発電の買取制度

9 月 25 日に同会議が市長に手渡され
た要望書には、下里・九会両地区の
各種団体役員 216 名の署名と、関係
住民 8,205 名（人口比率 65.1％）の
署名が添えられていました。

国道372号整備早期事業化
促進会議の要望書

日時：11/20（金） 8:30 ～ 19:00
　　　11/21（土）10:00 ～ 17:00
相談方法：電話相談のみ。無料。
相談電話番号：「女性人権ホットラ
イン」☎ 0570-070-810

女性の人権ホットライン強化週間

「身近な暴力を許さない社会の実現
を目指して」
加西市では、人々に勇気を与え、一
人ひとりが暴力の問題について認識
し、声を上げていけるよう次のフォー
ラムを開催します。むらさき色のリ
ボンを胸に、暴力や虐待の根絶を願
う人々のネットワークを創造します。
現在でも虐待や暴力の被害の増加は
深刻な社会問題となっています。
■「声をあげよう！暴力に NO」
日時：12/6（日）10:00 ～ 14:00
場所：アスティアかさい 3 階
■基調講演 10:00 ～ 10:40
■パネルディスカッション10:50 ～ 12:00
■北条高校家政科手作りゆかたショー
　＆リトミック12:00 ～ 13:00
■はりまストリングアンサンブル♪
　弦楽コンサート 13:00 ～ 14:00
■食事コーナーおにぎり・菓子パン等

パープルリボン・プロジェクト

■「パープルリボンキルト」作品募集
「暴力に NO」という気持ちをキル
トに込めた作品を募集します。
規定：パープルリボンを用いたデザ
インのパッチワーク、アップリケ、
刺繍など（サイズ 15cm × 15cm）
提出期限：11/24（火）まで
問 合 先：加西市男女共同参画セン
ター☎㊷ 0105



■2か月児（先天性股関節脱臼）健診	
11/30（月）					13:00 ～ 13:45
H21.	9月生まれの乳児　
■4か月児健診		12/1（火）13:00 ～ 13:45
H21.	7月生まれの乳児
■1歳6か月健診		12/	8（火）
	13:00 ～ 13:45	H20.	6月生まれの幼児
■2歳児教室　
13:00 ～ 13:15、14:00 ～ 14:15		
11/25（水）、H19.	11月生まれの幼児
12/16（水）、H19.	12月生まれの幼児
■3歳児健診	12/22（火）			13:00 ～ 13:45	
H18.	10月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談			12/24（木）　
	13:00 ～ 13:30				希望者　　
■離乳食講習会( 予約制)		12/17（木）		
	13:00 ～ 13:30		
7 ～ 8か月の乳児の保護者（定員15名）
※実習用エプロンをご持参ください。
■パパママクラブ（予約制）		
H22.1/	7（木）	13:00 ～ 13:30		
妊娠5 ヶ月以降のママとパパ	

11月22日（日）	 西 村 医 院	 （中野町☎㊾0001）
11月23日（月）	 横 田 内 科 医 院	 （北条町☎㊷5715）
11月29日（日）	 北 条 田 仲 病 院	 （北条町☎㊷4950）
12月 6日（日）	 安 積 医 院	 （西剣坂町☎㊻0361）
12月13日（日）	 田尻内科循環器科	 （北条町☎㊸7931）
12月20日（日）	 三 宅 医 院	 （中野町☎㊾0067）
12月23日（水）	 徳 岡 内 科	 （北条町☎㊷0178）

特に記載のないものは、健康増進セン
ターで実施します。

■人権相談　 13:30 ～ 15:30  　（☎㊷8727）
　12/1（火）　市民会館、イオン加西北条SC、アスティアかさい
■行政相談　 13:30 ～ 15:30  　（☎㊷8739）
　12/1（火）　市民会館
■人権擁護委員による人権相談所　 9:00 ～ 16:00  
　毎週木曜日（休日を除く）　神戸地方法務局社支局☎0795㊷0201
■心配ごと・法律相談・身体障害者福祉相談　 9:00 ～ 11:00  
　11/26（木）　健康福祉会館（☎㊸0303）※法律相談は受付10名まで
■心配ごと相談・身体障害者福祉相談　 13:30 ～ 16:00  
    12/10（木）　健康福祉会館 （☎㊸0303）
■市民相談　 8:30 ～ 17:00  
　月～金曜日　アスティアかさい3階市民相談室（☎㊷8739）
■消費者相談　 8:30 ～ 17:00  
　月火木金　アスティアかさい3階市民相談室（☎㊷8739）
■教育相談 　 9:00 ～ 16:00  
　月～金曜日　教育研修所（☎㊽3993）
■青少年相談（青少年の日常生活の諸問題等）　 9:00 ～ 17:00  
　月～金曜日　青少年センター   （☎㊷3723）
■養育相談（0 ～ 18歳までの子どもをもつ保護者対象） 9:00 ～ 16:00  
　月～金曜日  健康福祉会館 家庭児童相談室 （☎㊷6704） 
■母子相談（母子に関する相談）　 8:30 ～ 17:15  
　月～金曜日　市役所  こども未来課（☎㊷8726）
■スマイル健康相談 　 13:00 ～ 14:00  
　毎週水曜日　健康増進センター（☎㊷3621）要予約
■すくすく子育て相談　 8:30 ～ 17:00  
　月～金曜日　市役所  国保健康課   （☎㊷8723  ＦＡＸ㊷7521）
■NPO 設立相談　 9:00 ～ 17:00  
　随時　地域交流センター　（☎㊷0106）要予約
■ボランティア相談　 13:30 ～ 15:30  
　12/3（木）　健康福祉会館ふれあいの間１
　ボランティア市民活動センター（☎㊸8133）
■エイズ・肝炎ウィルス検査・相談　 13:30 ～ 14:30  
　11/16・12/7、21（月）　社健康福祉事務所  （予約制、匿名、原則無料）
　社健康福祉事務所健康増進課（☎0795㊷9365）
■税理士による無料税務相談　 13:00 ～ 16:00  
　11/19・12/3、17（木）　市役所5階小会議室
　近畿税理士会社支部（☎㊾1897）
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乳 幼 児 健 診
　　　		は受付時間です
■母子健康手帳の交付
		8:30 ～ 17:15　妊婦：随時
国保健康課健康係（市役所1階9番窓口）
■妊婦健康診査費の助成申請
		8:30 ～ 17:15　妊婦：随時
国保健康課健康係（市役所1階9番窓口）
※印鑑、市内に住民票があることが確認
できる書類（免許証等）をご持参ください。
※母子健康手帳交付時に申請していただ
けます。

問合先：国保健康課☎㊷8723

★健診・相談には必ず母子健康手帳を
　お持ちください。

相　談
　　　		は受付時間です

お  く  や  み

休日のお医者さん

変更になる場合がありますので電話で確認して下さい。
消防本部（☎㊷0119）で確認することもできます。

納 期 内 完 納 に ご 協 力 を
お 願 い し ま す
平成 21 年度国民健康保険税 5 期の納
期限は

　　　　　　　　　　　　　　です  11 月 30 日（月）
問合先：税務課税制担当☎㊷ 8712

敬称略。10月1日～ 31日掲載希望届出分

死亡者 年齢 喪主 町名

鈴木　勝 81 鈴木敏浩 河内町
中井成樹 77 中井一夫 繁昌町
石見禎一 76 石見好清 中富町
岡田久代 88 岡田國男 青野町
衣笠　博 88 衣笠康博 坂元町
西村義明 81 西村俊彦 別府町甲
後藤久子 87 後藤正道 豊倉町
野林一夫 80 野林作美 鶉野町
森田譽與 90 森田泰造 北条町笠屋
𠮷田邦雄 91 吉田隆昭 常吉町
河合たまゑ 95 河合政則 栄町
八島利雄 94 八島幹典 殿原町
玉置幸子 66 玉置周也 東長町
岸本さだよ 88 岸本貞男 新生町
高橋はつゑ 90 高橋博之 佐谷町
原田種男 96 原田隆廣 北条町栗田
阿部かづを 93 阿部佳也 西野々町
丸岡常夫 87 庵森克己 青野町
藤原力男 81 藤原英世 中野町
中野増行 83 中野省三 北条町東高室
藤原彰訓 17 藤原一喜 大内町
後藤忠彦 83 後藤光一 坂元町
内藤義男 82 内藤武博 畑町
松田義明 66 松田和也 中西町
中村政子 95 中村信一 両月町
黒田幸子 89 黒田富士雄 福居町
伊籘よしの 95 伊籘晋治 北条町東高室
長濱輝美 63 長濱真也 小印南町
中野百合子 93 中野一彦 北条町東高室
柏木正雄 89 柏木義昭 若井町
西村博子 94 西村時彦 別府町甲
中村満雄 84 中村常実 西剣坂町
三宅　稠 73 三宅由純 中野町
安富　修 80 安富雅敏 畑町
別府由市 90 別府節子 別府町甲
澤中行子 81 澤中眞幸 下宮木町
内橋郁二 82 中塚芳彦 池上町

※市外で死亡届を提出された方で「おくやみ」に掲載
を希望される方は、経営戦略室（☎㊷8700）まで
ご連絡ください。

■附属小学校
募集人員：108 人（附属幼稚園の修
了者のうち，本校に入学を希望する
者を含む）
出 願 資 格：H15.4/2 ～ H16.4/1 まで
の間に生まれ、兵庫県内に保護者と
同居していること。
説明会：11/30（月）13:30 ～		同校
多目的ホール
出願期間：
H22.1/5（火）～ H22.1/8（金）
選考方法：書類審査、面接
面接：H22.1/13（水）
選考結果発表：H22.1/18（月）
問合先：附属小学校事務室
☎ 0795-40-2218
■附属中学校
募集人員：120 人（附属小学校から
の連絡進学者を含む）
出願資格：H22.3 に小学校を卒業す
る見込みの者で，兵庫県内に保護者
と同居していること。
説 明 会：11/26（木）13:30 ～　同
校北館１階
出願期間：H22.1/7（木）～ 13（水）
選考方法：書類審査、学力調査、面
接及び抽選
学力調査・面接：H22.1/16（土）
選考結果発表・抽選：H22.1/27（水）
問合先：附属中学校事務室
☎ 0795-40-2224

平成22年度兵庫教育大学附属
小学校・中学校募集

募　集
放送大学では、平成 22年度 1学期（4
月入学）の学生を募集しています。
放送大学はテレビなどの放送を利用
して授業を行う通信制の大学です。
心理学・福祉・経済・歴史・文学・
自然科学など、幅広い分野を学べま
す。
出願期間：H22.2/28（日）まで
※史料請求は下記まで。詳細につい
ては放送大学ホームページをご覧下
さい。
問合先：放送大学姫路サテライトス
ペース☎ 079-284-5788

放送大学4月生募集

統計調査に協力してい
ただく調査員を募集し
ます。
事業内容：調査票の配
布と回収
対象：警察、選挙に関係のない 20
歳以上の方
募集期間：随時
報酬：3 万円程度（調査量により異
なります）
申込：総務課まで履歴書を提出して
下さい。（郵送可）
問合先：総務課☎㊷ 8702

登録統計調査員募集

加西市では、子ど
もを想い、親を想
い、そしてふるさ
とを想う『愛』の
メッセージを募集
しています。
応募規定：
・手紙（ハガキ）、FAX、e-mail で応
募してください

・字数は 600 字以内。ジャンル、形
式は問いません

・応募点数制限なし
・次の記入事項を記載してください。
住所、氏名（匿名希望の場合はペ
ンネームも）、電話番号、年齢、
男女の別、電話番号、題名、誰に
あてたか

・応募作品は返却いたしません。ま
た、作品は加西市に帰属します

・冊子等で作品発表の際、一部修正
することがあります

応募期間：H22.1/20（水）まで
発表：H22.5 月に入賞者へ通知し
ます
表彰：H22.8 月下旬予定
応募先：〒 675-2395 市民福祉部人
権推進課「愛の詩」係☎㊷ 8727　
ＦＡＸ㊸ 1380　jinken@city.kasai.lg.jp

第11回「愛の詩」募集

絵：永田　萠さん
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市外に住まれている加西市出身の方、加西市にゆかりのある方、加西を訪れ加西ファンに
なった方、ふるさと納税（ご寄付）をお願いします。
ご寄付の仕方や特典などについてご説明申し上げます。
お問い合わせ下さい。　　　　　			　　　　　　　　　　問合先  財政課☎ 0790 ㊷ 8710

ふるさと納税は加西市に

町家（北条町）

● 加西市ホームページ　http : //www . city . kasai . hyogo . jp

● 加西市の市外局番は 0790 です。誌面では省略しています。

自慢のレシピコンテスト最優秀作品が決定

【問合先】　ふるさと営業課☎㊷8740

毎年好評の北条鉄道サンタ列車を今年も運行

【問合先】　北条鉄道株式会社☎㊷5211

　列車内をクリスマスツリーや装飾品で飾り、サンタやトナカイと一緒に歌ったり
ゲームをしたりして、北条町駅から粟生駅までの往復約 1時間の小旅行を楽しみ
ましょう。

■運行日時：12 月 12 日（土）～ 23 日（水・祝）までの 12 日間
　　　　　　北条町駅 10:42 発と 11:42 発の 1日 2便
■運　　賃：団体（20 人以上で平日運行）大人 700 円／小学生までの子供 350 円
　　　　　　個人（土・日・祝日の運行）大人 1,000 円／小学生までの子供 500 円
■募集期間：11 月 30 日（月）締切　※すべて事前予約制で先着順

　加西市観光まちづくり協会主催「自慢のレシピコンテスト」の最終審査が 10 月 31 日に
行われ、最優秀作品 3点が決定しました。
　コンテストは、市内産の食材を使って、新しい名物料理を提案するもので、ご飯や麺類
などの「主食部門」、一品ものの「おかず部門」、デザートなどの「スウィーツ部門」の 3
部門に分けて開催。市内外から 125 点の応募があり、1次審査（10/5）で 12 作品が選出さ
れました。この１次審査を通過した 12 作品の応募者（一般 9名、高校生 3名）が、2次審
査（最終審査）に挑み、持ち時間 30 分で実際に調理。
　最優秀賞に選ばれた作品は、11/14・15 に県立フラワーセンターで開催された「北播磨
じばさん元気市」で試食・限定販売を行いました。
　最優秀作品のレシピについては、加西市観光まちづくり協会ホームページ（かさい観光
ナビ		http://www.kanko-kasai.com）で公開中です。

「ハリマのトマト丼」
露口美也子さん（畑町）
トマトとハリマ王ニンニクの食感と香りが
絶妙のメニュー。

「和風大根ハンバーグ」
岩佐美紅さん（北条高校 3 年）
加西の大根をメインにジャガイモを加える
ことでボリュームたっぷり。

「じゃがいものトルテ」
松田祐季さん（北条高校 3 年）
加西のジャガイモをたっぷり使用したスウ
ィーツ。

例年好評のサンタ列車

審査風景

■主食部門 ■おかず部門 ■スウィーツ部門


